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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 29,168 27.2 △1,693 ― △1,925 ― △1,728 ―
23年3月期第1四半期 22,923 25.2 △1,741 ― △2,161 ― △2,386 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △1,905百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △2,961百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 △44.11 ―
23年3月期第1四半期 △60.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 147,157 69,641 46.9 1,763.06
23年3月期 151,947 71,901 46.8 1,817.13
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  69,066百万円 23年3月期  71,186百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 71,400 39.1 △200 ― △300 ― △900 ― △22.97
通期 157,000 27.7 4,600 64.4 4,400 56.9 2,500 △76.2 63.82



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注)詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 39,540,000 株 23年3月期 39,540,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 366,148 株 23年3月期 365,003 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 39,174,050 株 23年3月期1Q 39,190,218 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響により急速

に落ち込んだものの、サプライチェーンの復旧に伴い回復に転じるなど、持ち直しの動きとなってきまし

た。  

海外経済は、中東情勢悪化や欧州債務問題への懸念などにより、欧米の減速局面が続いており、円高の

進展などもあり、依然として厳しい状況が続いております。 

医療機器業界におきましても、昨年は国内の診療報酬がプラス改定となったものの、医療機器需要の減

少・価格競争の激化などで、厳しい経営環境が続いております。  

当社グループは、北米・欧州での景気回復の鈍さや更なる円高等の厳しい市場環境の中、特長ある新製

品の拡販や一層のコスト削減に努めてまいりました。  

なお、日立アロカメディカル(株)を前年度第４四半期より連結子会社化したことにより、医療機器事業

の診断用超音波装置のラインアップが拡大すると共に、汎用分析装置事業、医用分析装置事業のセグメン

トが前年同期に比べ増加しました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、29,168百万円と前年同期比27.2％の増収とな

り、営業損失は1,693百万円（前年同期は営業損失1,741百万円）、経常損失は1,925百万円（前年同期は

経常損失2,161百万円）、四半期純損失は1,728百万円（前年同期は四半期純損失2,386百万円）となりま

した。 

  

(セグメント別売上高の概況） 

医療機器事業は、日立アロカメディカル(株)が加わった診断用超音波装置は前年同期を大幅に上回りま

した。 

Ｘ線装置は、海外では前年同期並みでしたが、国内では胃部集団検診Ｘ線システムが不調で前年同期を

下回りました。  

Ｘ線ＣＴ装置は、海外では64スライスＣＴ装置SCENARIA発売により前年同期を上回りましたが、国内で

は16/8/4スライスＣＴ装置ECLOSが不調で前年同期を下回り、全体で前年同期を下回りました。 

ＭＲイメージング装置は、国内では超電導磁石方式のECHELON RXや永久磁石方式のAPERTO Lucentが好

調で前年同期を上回りましたが、海外では欧州・アジアにおいて永久磁石方式を中心に前年同期を下回

り、全体で前年同期を下回りました。  

この結果、前年同期比3,951百万円（18.8％増）増の24,936百万円となりました。  

  

医療情報システム事業は、前年同期比84百万円（4.3％減）減の1,854百万円となりました。 

  

汎用分析装置事業は、福島第１原子力発電所の事故により、食品、水道水、土壌、輸出品、ホットスポ

ットと呼ばれる線量率の高い場所の線量率測定等、新たな需要が出てきております。特にポータブルの放

射線測定装置（サーベイメータ、個人被ばく線量計等）の需要が増加しましたが、震災により一部部材の

調達に影響が出るなど増産体制が整わず、生産が需要に追いつかない状況が続きました。 

この結果、1,068百万円となりました。  

  

医用分析装置事業は、検体前処理分注装置LabFLEX2500や診断薬メーカーへのＯＥＭ分注装置の海外向

けが堅調に推移しました。 

この結果、1,308百万円となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比べて4,790百万円減少し、147,157百万円

となりました。これは、受取手形及び売掛金の10,442百万円減少、たな卸資産4,395百万円増加などによ

るものです。 

  

負債は、前連結会計年度末と比べて2,530百万円減少し、77,516百万円となりました。これは支払手形

及び買掛金の3,298百万円減少、短期借入金の1,708百万円の増加、流動負債その他の883百万円の減少な

どによるものです。 

  

純資産は、前連結会計年度末と比べて2,260百万円減少し、69,641百万円となりました。これは、主と

して利益剰余金の1,926百万円減少、為替換算調整勘定の162百万円減少などによるものです。 

  

今後の国内・海外経済とも、依然として不透明な状況が続くものと思われますが、現状、平成23年５月

25日に公表いたしました連結業績予想通りほぼ推移しているため、予想数値の変更をしておりません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

  税金費用の計算 

当第１四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 但し、見積実効税率を使用できない会社については、法定実効税率を使用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,524 16,903

受取手形及び売掛金 45,756 35,314

商品及び製品 19,742 21,629

仕掛品 10,923 13,566

原材料及び貯蔵品 13,156 13,021

その他 7,495 8,029

貸倒引当金 △470 △435

流動資産合計 113,126 108,027

固定資産

有形固定資産 20,127 19,907

無形固定資産

のれん 1,916 2,399

その他 10,871 10,843

無形固定資産合計 12,787 13,242

投資その他の資産

その他 6,270 6,344

貸倒引当金 △363 △363

投資その他の資産合計 5,907 5,981

固定資産合計 38,821 39,130

資産合計 151,947 147,157

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,808 22,510

短期借入金 22,860 24,568

未払法人税等 348 164

製品保証引当金 1,450 1,532

災害損失引当金 38 38

その他 15,018 14,135

流動負債合計 65,522 62,947

固定負債

退職給付引当金 10,272 10,438

役員退職慰労引当金 501 449

その他 3,751 3,682

固定負債合計 14,524 14,569

負債合計 80,046 77,516
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,884 13,884

資本剰余金 21,210 21,211

利益剰余金 41,527 39,601

自己株式 △449 △450

株主資本合計 76,172 74,246

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △83 △115

土地再評価差額金 △3,053 △3,053

為替換算調整勘定 △1,850 △2,012

その他の包括利益累計額合計 △4,986 △5,180

少数株主持分 715 575

純資産合計 71,901 69,641

負債純資産合計 151,947 147,157
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 22,923 29,168

売上原価 15,841 18,713

売上総利益 7,082 10,455

販売費及び一般管理費 8,823 12,148

営業損失（△） △1,741 △1,693

営業外収益

受取利息 15 12

受取配当金 29 7

違約金収入 28 0

受取和解金 － 30

その他 63 70

営業外収益合計 135 119

営業外費用

支払利息 4 42

為替差損 538 215

その他 13 94

営業外費用合計 555 351

経常損失（△） △2,161 △1,925

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18 －

特別損失合計 18 －

税金等調整前四半期純損失（△） △2,179 △1,925

法人税等 213 △180

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,392 △1,745

少数株主損失（△） △6 △17

四半期純損失（△） △2,386 △1,728
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,392 △1,745

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △225 △45

為替換算調整勘定 △344 △115

その他の包括利益合計 △569 △160

四半期包括利益 △2,961 △1,905

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,948 △1,907

少数株主に係る四半期包括利益 △13 2
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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